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《研究ノート》

観光トラブル防止に資する
地理的表示のあり方に関する一考察
― 観光を用いた地域発展へ資する地理的表示に向けて ―
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Currently Japan is infested with products which are introduced as“local”products while those in fact do not contain local
ingredients taking advantage of the fact that there is no indication of such ingredients in the country. I point out that there is a
high possibility of causing troubles in tourism, thus propose the enhancement measures. I have addressed the Mexican tequila in
order to consider the enhancement measures, and have resulted that Japan should have a public certification of region provided
and that the system which divides“100% local”and“Not-100% local products”would be effective.
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２．ご当地物品の現状

１．はじめに

が、限界７もあり、抜本的な立法処置が検

現在、観光対象となり得るご当地物品

観光関連産業において、地理的表示が

（伝統文化財も含む）に関して、①原材料

曖昧で原材料の表示義務がないことを利

現在、包括的制度がないためご当地物

が地域外のもの②外国人が制作している

用したビジネスが行われているとされ

品が原料から製造工程全般に至るまでそ

もの③①と②の双方に当たるもの、が存

る。

のすべてがご当地で行われているかを示

討されている８。

在している。それ自体に問題はないもの

例えば、漆はほぼ100％近く が中国製

すことは困難である９。地域企業、消費者

の、販売方法として適切とはいいがたい

にも関わらず、伝統を特色とした観光地

保護の観点から、物品ごとあるいは問題

ことが指摘されている 。

３

においてそのことが伏せられ、あたかも

が生ずるたびに個別に対応するのではな

そのうち特に問題を多く指摘されてい

完全な日本製として高額で販売されてい

く、包括的な制度も必要ではないかと考

た「日本ワイン」については、国税庁告

る。同様の事例は漆だけでなく金箔（同

えられている10。

示第18号（平成27年10月30日）
「果実酒等

じくほとんどが中国製）業界などにも及

の製法品質表示基準を定める件」、国税庁

んでおり、観光地で販売されている伝統

告示第19号（平成27年10月30日）
「酒類の

品（及びご当地品）の中身（素材）が安

現状は消費者にとって分かりにくいと

地理的表示に関する表示基準を定める

価な海外産となっていることが多々ある

はいえ、品質上及び日本の法律上問題は

件」 等により一部改善が進みつつある。

とされる 。

ない。本稿は原料や製作者・製造工程も

１

２

４

３．現状の問題点

本論は、①観光対象となり得るご当地

同様の問題はワインなど加工食品も同

含めて完全国内（ご当地）産を徹底する

物品（伝統文化財も含む）についての現

様である。ワインは事実上壜詰作業が行

必要性があるという主張をするものでは

状を端的にまとめ、②その問題点を指摘

われているのみでも「国産」表記が可能

ない。しかし、
現状は消費者保護に欠け、

し、③関連・参考事項として地理的表示、

であるとされる。そのため、国税庁発行

最終的に観光トラブルにつながることを

テキーラを考察し、最終的に④すでに行

の「果実酒製造業の概況」を見ると例年

危惧するため問題提起を行うものとす

われているが地域ごと独自のブランド認

国産ワインの原材料の２割ほどしか国内

る。

証制度を発達・それを公的なかたちで一

産原材料は用いられておらず、それ以外

問題は、安価な海外原料の使用や、安

元的に認証していく取り組みを進めては

は輸入原材料（多くは海外では法律上ワ

価な海外に外注しておきながら
「伝統品」

どうであろうかという提案を行うもので

インに使用不能なレベルのもの）であ

ある。

る 。

「ご当地産品」
などと消費者の誤認惹起を

５

誘発する販売方法が問題であるとされ

ワインについては先述の通り改善のた

る11。
仮に初めから消費者もそれがわかっ

め告示がなされ６、
改善が図られつつある

ていれば何ら問題はない。尚、消費者も
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調べればわかるはず（例えばインターネ

結果、自己の判断によらず特定の権威者

地名称の国際的な登録制度に関するリス

ットで調べれば本当の国産漆を使った日

による“観光格付”を絶対的な教義と考

ボン協定25」であるといわれる。尚、日本

本の伝統品等まず存在しないことはすぐ

え、その上位ランクのみを機械的に自己

はいまだ本協定を未締結である。

わかるはず）だという抗弁はいささか支

の観光目的地とするような教条主義的立

同協定によると地理的表示の存在理由

持しがたい。例えば、東京高裁平成20年

場は、むしろ自由な観光市場を拘束する

は「地理的表示の使用は、古くから特定

５月23日判決において（ズボンの産地偽

ものと考えるのが筆者の結論である 。」

の原産地の農業、手工業又は産業の生産

造について）
「商品を購入しようとする一

というような真正性至上主義ともう言う

物を商業及び消費者にとって明確な方法

般消費者にとって、通常は商品に付され

べき態度への批判もあるが、これは観光

で、他の供給者の生産物と区別し、かつ

た表示という外形のみを信頼して情報を

において積極的に誤解を招くような物品

それにより、この表示を市場において生

入手するしか方法はない」としている。

が提供されることを肯定するものではな

産物特性及びその現象像を慎重かつ徹底

そのため「伝統品」・「ご当地産品」等と

い。また、本稿では観光の意義を深く追

して保持する際に、次第に長期的耐久性

して販売されていれば一般消費者は文字

及するものではないが、
「観光」という語

のある品質観念と結びつけることができ

通りの意味で「伝統品であるから日本で

彙の持つ意味 からも観光においては、
本

るための条件を作る極自然な手段の１つ

作られた日本の原料をもちいたもの」・

問題を論ずることに大きな意義があると

である」としている。

「ご当地産品であるからご当地でご当地

17

18

端的にまとめると、地理名称が商標の

いえる。

の原料をもちいて作られたもの」と解釈

以上より、観光においては特に消費者

ように自他識別力を得て、そこから、出

するのが一般的であると判例からも判断

が誤解を抱くような販売方法については

所表示機能、品質確保機能（さらには宣

することができる。

注意、対応の検討が必要であると考えら

伝広告機能・ブランド）を持つに至る事

れる。

があるので、その地域名称を保護すると

特に、ご当地や伝統のイメージを利用
しておきながら実際はそのご当地や伝統
に関連する要素が少ない「伝統品」
「ご当

いうものである。その為、地理的表示は
４．地理的表示について

国によって（例えばアメリカ商標法、ド

地産品」に関しては消費者保護の観点か

本問題は「地理的表示」に関する問題

イツ商標法等）は商標の一種（詳細に分

ら望ましくないものと考えられる。厳し

といえる。尚、
「地理的表示」と概念の類

けるとさらに商標法内に特別規定を持つ

い修行を積み今や少数となった日本「職

似する用語がいくつかあり
（代表例は
「原

ものとそうでないものがある）として保

人」や「地域振興」を謳って価格プレミ

産地表示」
）
、
条約や法律、
国によって様々

護されている。
地名を商標のように扱い、

アムをつけておきながら、実態は安価な

な名称が付されている。包括的語彙とし

地名に化体した信用の保護を図るという

外国人労働力の活用や安価な海外原料を

て WTO（TRIPs 協定）における「地理

ものである。

用いて収益をあげる手法は（経営的観点

的表示」の語彙がもっとも一般的である

他方、中国のように商標法と併存しつ

を理解はするが）批判されることもやむ

ため、一括して「地理的表示」の語彙を

つ別途農業用専用の地理的表示である農

なしと考える 。そしてこれらは観光の場

用いるものとする。

産物地理的管理規則や、地理的表示製品

12

日本の地理的表示制度は近年激動を迎

保護規定等が並立するタイプのものもあ

消費の性質によっては、
「そもそも問題

えており、地域団体商標の創設 や、農林

る（他に、中国は不正競争防止法、製品

なく使用できれば良い」、「原材料など関

水産省の GI 制度創設 等本問題に関係す

品質法、消費者権益保護法が関連法とし

係がない」、「作っている地域に意味はな

る事項も多い。さらに地域団体商標にお

て並列する）
。

い」
、というものも数多く存在する。しか

いてはすでに地域内紛争が発生し訴訟に

以下具体的に主要な国と地域の地理的

し、観光においては、まさしくこの部分

至った例 やそもそも対象が有名すぎて

表示制度を社団法人日本国際知的財産保

が厳しく問われる領域である。

合、観光客の保護を欠くことになる 。
13

19

20

21

地域団体商標を取得できなかった例 等

護協会（2012）
「諸外国の地理的表示保護

「観光とはオーセンティシティー（真正

がある。今後も各種通達や新しい制度

制度及び同保護を巡る国際的動向に関す

性）を求める行為 」
「
、観光地における建

等々が続出予定であるが 、
現状では包括

る調査研究」をもとに列記する26。

物や施設、芸能、食べ物、お土産などは、

的にご当地産品が原料から製造工程全般

すべからく「本物」伝統的なものでなく

に至るまでそのすべてがご当地で行われ

てはならない 」等、観光に関して「真正

ているかを示すことができる仕組みとは

Ｂ）カナダ「商標法」

性」という概念は非常に重要なキーワー

なっていない。

Ｃ）中国「商標法」
、
「地理的表示製品

14

15

ドとされる 。もっともその中には、「要
16

は「本物」だけが観光目的だと決め付け
て、一神教的「真正性」原理主義を採る

22

23

日本の状況としては以上であるが、次
に国際的動向の概要を確認する 。
24

「地理的表示の始まりは、WIPOの原産
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Ａ）米国「商標法」
、
「アルコール管理
法」
、
「連邦規則第27章」

保護規定」
、
「農産物地理的表示管
理規則」
Ｄ）韓国「農産物品質管理法」、「水産

日本国際観光学会論文集（第24号）March,2017

物品質管理法」、「商標法」、「不正
競争防止及び営業秘密保護に関す

Ｑ）ドイツ「商標及び他の標識の保護
に関する法律（ドイツ商標法）」
、

決定 No.486）
」
このように各国は単独または複数の規定

「ワイン法（ドイツ・ワイン法）
」

により地理的表示を保護している。上記

Ｅ）インド「1999年商品地理的表示（登

Ｒ）イタリア「共同体規則510/2006に

全規定を詳細に論じることは差し控える

録・保護）法（インド商品地理的

基づく DOP 及び IGP 規定の国内

が、これらは以下のタイプ分けができる

表示法）」

手続きに関する2007年５月21日付

とされている27。

る法律（不正競争防止法）」

Ｆ）タイ「地理的表示法」

省令 No.5542（イタリア・農産品

第一グループとして「地理的表示を商

Ｇ）マレーシア「地理的表示法」

等手続き規則）
」
「2009年７月７日
、

標法において保護しているものが挙げら

Ｈ）シンガポール「地理的表示法」

施行の法律 No.88の15条に従うワ

れる。この中でも、証明商標・団体商標

Ｉ）ベトナム「知的財産法」

インの原産地名称及び地理的表示

の既存のシステムのみにより地理的表示

Ｊ）オーストラリア「商標法」、「ワイ

の保護に関する2010年４月８日付

の保護を行うもの、商標法中に地理的表

ンオーストラリア公社法（AU ワ

法令 No.61（イタリア・ワイン法

示或いは原産地名称に関する独立した条

イン公社法）」、「オーストラリア・

令）
」
「2008年１月15日付のスピリ
、

項を備え、この条項に従って保護を行う

ニュージーランド食品基準（AU・

ッツの定義、種類、展示、標識及

ものがある 28」とされている。このうち

NZ 食品基準）」

び保護に関する欧州議会及び理事

「証明商標・団体商標としてのみ保護する

会規則 No.110/2008の実施規則に

もの」として「米国商標法」
、
「韓国商標

「2006年地理的表示（ワイン及びス

関 す る 2010 年 ５ 月 13 日 付 省 令

法」
、
「オーストラリア商標法」
、
「ニュー

ピリッツ）登録法（未発効）（NZ

No.5195（イタリア・スピリッツ実

ジーランド商標法」
、
「スイス商標及び出

地理的表示登録法）」、
「オーストラ

施規則）
」
、
「イタリア産業財産法」

所表示保護法」
、
「英国商標法」が挙げら

Ｋ）ニュージーランド
「2002年商標法」
、

Ｓ）スペイン「2003年７月10日付ぶど

れるとされている29。次に
「地理的表示保

う・ワインに関する法律第24/2003

護に関する特別の条項を有するもの」と

号（スペイン・ワイン法）
」
、
「特定

して「中国商標法」
「ドイツ商標法」、
、
「ハ

産品のラベル、提示及び表示に関

ンガリー商標及び地理的表示保護法」、

Ｍ）欧州連合「農産品及び食料品の地

する共同体規則の施行に関する

「カナダ商標法」
、が挙げられるとする30。

理的表示及び原産地名称の保護に

2011 年 10 月 ３ 日 付 の 国 王 令

第二グループとして「知的財産権又は

関 す る 理 事 会 規 則 No.510/2006

1335/2011（以下、共同体規則の施

産業財産権の一類型として、地理的表示

（EU 農産品等規則）」、「ワイン市

行に関するスペイン国王令）
」

の権利を認め保護を図るもので、その全

場の共通組織に関する理事会規則

Ｔ）ハンガリー「商標及び地理的表示

てが従来の知的財産権制度又は産業財産

リア・ニュージーランド食品基準
（AU・NZ 食品基準）」
Ｌ）ト ルコ「地理的標識法令第555号
（トルコ地理的標識法令）」

No 479/ 2008（EU ワイン規則）」、

保護に関する1997年法律第 XI 号

権制度の枠組みで保護するのではなく、

「スピリッツの定義、種類、展示、

（ハンガリー商標及び地理的表示

新しい制度として保護するものである。

標識及び保護に関する欧州議会及

保護法）

実際の立法例では、全て特許、意匠、商

び理事会規則No.110/2008（EUス

Ｕ）ロシア「ロシア連邦民法典」

標と横並びの地理的表示または原産地表

ピリッツ規則）」

Ｖ）ブ ラジル「連邦法 No.9279（ブラ

示を扱う章又は部を設け、商標制度等と

Ｎ）フランス「消費法典」、
「農事法典」、
「知的財産法典」
Ｏ）スイス「農業連邦法（1998年４月

ジル産業財産法）
」
Ｗ）ペルー「アンデス共同体委員会の
知的財産に関する決定（No.486）

は独立した条項として設けられている31」
とされている。具体的には「ベトナム知
的財産法」
「フランス知的財産法典」、
、
「イ

29日）」、
「農産品及び加工農業製品

（ア ン デ ス 共 同 体 委 員 会 決 定

タリア産業財産法」、「ロシア連邦民法

の原産地表示及び地理的表示の保

No.486）
」
、
「アンデス共同体委員会

典」
、
「ブラジル産業財産権法」
、
「チリ産

護に関する布告（スイス地理的表

の知的財産に関する決定 No486の

業財産法」
、
「メキシコ産業財産法」、「ア

示布告）」

補充規定を承認する法令 No.1075

ンデス共同体委員会決定No.486」が挙げ

「商標及び出所表示保護に関する


（ペルー法令 No.1075）
」

連邦法（スイス商標及び出所表示

Ｘ）チリ「産業財産法19.039号」

保護法）」、
「ブドウ栽培及びワイン

Ｙ）メキシコ「産業財産法」

保護に特化した法律又はその他の法律等

の輸入に関する布告（スイス・ワ

Ｚ）アンデス共同体「アンデス共同体

により保護を規定しているものである」

られるとする32。
第三のグループとして「地理的表示の

イン布告）」

委員会の知的財産に関する決定

とされている33。具体的には、
「米国アル

Ｐ）英国「商標法」

（No486）
（アンデス共同体委員会

コール管理法及び連邦規則第27章」、「中

－113－
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国地理的表示製品保護規定」、「中国農産

各地で取得し、長らく使用していた。そ

いものとなるといえる43。
少なくとも現状

物地理的表示管理規則」、「韓国農産物品

のところチェコが2004年にEUに加盟し、

の日本において、体力に乏しい中小企業

質管理法」、
「韓国水産物品質管理法」、
「イ

当ビールを地理的表示として登録した。

が地理的表示も含む複雑な知的財産制度

ンド商品地理的表示法」、「タイ地理的表

このため地理的表示保護と商標権保護

を活用できているとはいいがたく44、
わか

示法」、「マレーシア地理的表示法」、「シ

が交錯し、世界各地で訴訟となったとい

りやすいシンプルな制度が求められてい

ンガポール地理的表示法」、「AU ワイン

うものである。

るところである45。

公社法」、「AU・NZ 食品基準」、NZ 地理

他方、中国のように様々な保護規定を

的表示登録法（未発効）」、
「トルコ地理的

並列させたために、かえって紛争を誘発

標識法令」、「EU農産品等規則」、「EUワ

している例37なども存在している。

イン規則」
、
「EU スピリッツ規則」、「フ
ランス消費法典」、「フランス農事法典」、
「スイス農業連邦法」、「スイス・ワイン布
告」
、
「ドイツ・ワイン法」、「イタリア・
ワイン法令」、「スペイン・ワイン法」が
挙げられるとする 。
34

また、所管省庁は日本の特許庁に該当

現状のところ交錯する権利に関して、

５．テキーラの例
このような中、地理的表示を用いて成
功した例が、メキシコに存在している。

「併存は一定の限界はあるもの可能」
「異
、

ここでは、成功例として地理的表示「テ

なる権利の重複保護が可能 」
という見解

キーラ」をとりあげ、日本への参考を検

が示されている。

討する46。

38

結局、地理的表示の防衛には取得可能

「テキーラ」
は世界で最も成功した地理

な権利は全て取得しておく必要性がある

的表示であるとされる47。
匹敵するものは

といえる39。

シャンパニュー（シャンパン）程度であ

する官庁が多いが事柄上、農林水産省に

知的財産制度全体に関しては、制度自

り、地理的表示「テキーラ」で一つのお

該当する省庁が関与することも多いとさ

体が経済発展の阻害要因であるとする

酒のジャンルと誤解されていると思われ

れる35。その他、所管官庁等々に関しては

説40が提唱されている。
これは訴訟が多発

る部分がある。本稿はメキシコの原産地

割愛する。

する制度、比較的小規模な事業者が不利

呼称統制法研究を目的とするものではな

「地理的表示」自体は1883年の「工業所

となる大資本優先の制度だというもので

いため、制度概要の簡単な紹介を行うに

有権の保護に関するパリ条約」により、

ある。実際に上記のように権利の交差点

留める48。

国際的保護与えられ（１条）、虚偽表示に

においては大きなコストと訴訟リスクが

関しては取締規定が設けられた（10条）。

生じていることを鑑みると、傾聴に値す

グアダラハラ市近郊の「テキーラ」とい

その後、上述のように様々な地理的表示

るといえる 。

う地域（テキーラ村と表記されることが

41

テキーラとは、
メキシコのハリスコ州、

に関する法制が発展し、特にフランスで

次に国産表示についても興味深い例が

多い）に1700年代から作られている地酒

はワイン保護の観点より1919年に原産地

ドイツに存在するため紹介を行う。ドイ

である。
「テキーラ」
は原産地呼称として

呼称法が成立、1935年には統制原産地呼

ツ製（Made in Germany）とは何かが争

フランスの原産地呼称統制法と同じよう

称法（AOC法）が成立した。その後AOC

われた事案として「スキー安全締め具」

に世界で認められている地理的表示であ

法は一定の成果を上げたとしてワイン以

事 件（BGH、GRUR

る。テキーラの原産地呼称は1974年に成

外にも拡大され地理的表示保護の一形態

がある 。この事件の判決によると
「表示

立している。メキシコにはもともと「プ

となった。また、EU 発足後 EU 規定に

『Made in Germany』はその製品が100％

ルケ」というリュウゼツランの搾り汁を

よる保護（EEC第2081/92号。その後EC

ドイツにおいて製造されることを条件と

発酵させた醸造酒が西暦200年頃には存

規則第510/2006号のよる全面改正を経て

する必要はなく、決定的なのは（中略）

在しており、その後、スペインから蒸溜

EU第1151/2012号による改正）等も与え

本質的な構成要素あるいは特質を含む製

技術が持ち込まれると、プルケを蒸溜し

られるようになった。また前述リスボン

造過程がドイツで行われたこと」として

たメスカルが誕生したとされる。メスカ

協定も存在する。

いる。判決が100％ドイツ製である必要性

ルは1538年の課税に関する最古の記録が

は無いとした点は考慮に値すると思われ

ある。そのメスカルの中からハリスコ州

る。

政 府 の 機 関「CRT（Consejo Regulador

その一方、権利の交錯によるトラブル
も発生することとなった。すなわち、地

1973、594、595）

42

理的表示と商標の衝突である。著名な例

国際的動向の概要は以上である。

del Tequila）
（
」正確には半民半官の組織）

では世界各地で裁判が巻き起こった

総括すると、グローバル化する今日に

が厳重に管理し CRT の規則に合ったも

「Budweiser」事件 がある。端的にまと

おいて、制度が複雑化しつつあり、本問

のが「テキーラ」と呼ばれている。尚、

めると次である。「Budweiser」はもとも

題を他国の制度をそのまま導入して解決

かつてはメキシコのリュウゼツラン（多

とチェコのビール産地であった。19世紀

できると考えることは安易である。特に

くはアガベ）を用いた蒸溜酒全般を「メ

にその製法をまねたアメリカの会社が登

制度が複雑化した場合、地域の中小企業

スカル」と称していたが、近時はメスカ

場し、産地にあやかって当該商標を世界

にとって知的財産に関する対応は荷が重

ルも原産地呼称統制を開始している。そ

36
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の為、正確には、原料の名前をとった
「リーコールデアガベ」（アガベのリキ

であるか「100％アガべ・テキーラ」であ

度地域で（少なくとも原料の51％はテ

るかを判断するようになっている。

キーラ５州のアガベ・アスール）生産さ

ュール）というのがお酒のジャンルその

テキーラ躍進の秘訣は、このある程度

れているが一部は外に出すことも可能で

ものを示す名称といえる。現在でも地理

簡単ではあるが有効性の高い表示法であ

ある。その為例えば、ボトリングを海外

的表示を持っていないメキシコの蒸溜酒

るとされる。アメリカではウイスキー以

で行い「99％テキーラ」を称したミクス

は「リーコールデアガベ」名称で販売さ

上にテキーラの消費が多く、特に「100％

ト・テキーラなども存在した。これはボ

れている。尚、メキシコには「テキーラ」

アガベ・テキーラ」の人気が高い。数多

トリングが海外の為100％を名乗る事が

と「メスカル」以外にも地酒の地理的表

くのプレミアムテキーラも存在する。し

出来ないが、ボトリングのみ海外である

示が存在し（例えば「ソルト」）、それぞ

かしながら、ここに至るまでは紆余曲折

との主張ラベルであった。日本のワイン

れの地域で品質の向上と特色ある製品の

があり、一時期は表記の乱雑さから粗悪

における「ボトリングは日本だから国産

開発に取り組んでいる。メキシコの特徴

酒というイメージが付いた時期もあっ

表記可」という理屈を当てはめると日本

的な点は地域ごとに活動して地理的表示

た 。また「100％アガベ・テキーラ」が

の一部ワインは「１％ジャパン・ワイン」

を形成し続けている点であろう。

良質品とされるが、価格を抑えることが

とでもなるであろうか。
100％でないから

テキーラの場合、蒸溜所は NOM と呼

できる「ミクスト・テキーラ」がテキー

といって「テキーラ」が名乗れなくなる

ばれる４ケタの蒸溜所番号を与えられ、

ラそのものの普及に一役買ったことも指

のではなく、ある程度の基準を満たせば

テキーラの瓶には必ずこの４ケタの番号

摘されている。

がNOM1103のように記され、同じNOM

50

「テキーラ」そのものは名乗ることがで

アガべ・アスールは収穫まで最低７年、

き、
かつラベル表記も100％と表記しなけ

を持つテキーラは同じ蒸溜所製造だとわ

長いものだと10年かかり、たる熟成させ

れば自由という制度設計は非常に優れて

かるようになっている。最古の蒸溜所は

るものはそこからさらに時間がかかる。

いると考える。尚、テキーラはボトルが

クエルボ蒸溜所（NOM1122）で1795年創

地域でこの時間のかかる原料を調達し製

自由なことも特徴である。

業である。蒸溜所の多くは日本でいう中

造・ボトリングまですべてを行うことは、

小企業規模である。

流通量の確保も困難であり、製造できる

のテキーラの事例は十分に参考になるも

テキーラの規定はいくつかあるが、本

業者も少なくなってしまう。自力のない

のと考えられる。

稿に関係のある規定のみをとりあげると

地域中小企業で常に100％というのは困

①テキーラ５州といわれる認定された地

難 で あ り、「ミ ク ス ト ・ テ キ ー ラ」と

域で栽培された「アガベ・アスール」を

「100％アガベ・テキーラ」を分ける前は、

用いる事（アガベでもアスール以外は不

「100％」と表記があっても実際は原料を

極力排除することが必要である。解釈の

可。尚、アスールは非常にまれな条件で

一部変えたミクストなどということもあ

仕方で曖昧にしているご当地品というも

しか成長しないアガベの中でも特殊な種

ったとされる。そこで、
100％を厳格化す

のに関しては、何らかの一元的管理制度

である）。②テキーラ地区とその周辺で蒸

る一方、「100％」と表記しなければ「テ

が必要ではないかと考える。一方、工業

溜されたものである事。③原料の「アガ

キーラ」そのものはそのまま販売できる

品のみならず農林水産物も含めて今や生

ベ・アスール」を51％以上用いる事等が

ように法律を柔軟に変更し、現在に至っ

産ラインがグローバル化し、一国内で完

あげられる 。

ている。

結することは少なくなった。地理的表示

49

また、テキーラは大きく分けて「ミク

結局、100％とそうでないものをわけ、

日本の地域企業も地力に乏しい為、こ

６．考察と提案
消費者保護を考えると、曖昧な表記は

に関しては組立国で表記されることが多

スト・テキーラ」と「100％アガベ・テ

100％をプレミア化する一方
（実際
「100％

いが、実際の中身は様々な国から供給さ

キーラ」にわけられる。規制が厳しいの

アガべ・テキーラ」ブームを起こすこと

れている。その実情を考えるとドイツの

は「100％アガベ・テキーラ」である。こ

に成功している）
、価格を抑えた非100％

判例は極めて妥当である。

ちらは名前の通り原料に100％テキーラ

（ミクスト）
を分けたことが一時の悪評を

５州産のアガベ・アスールを用いる事及

乗り越えて世界的な発展を遂げた最大の

び生産現地で瓶詰めまですることが義務

要因であるとされる。

そこで、参考となるのはメキシコのテ
キーラではないかと提案したい。
地力に乏しい地域企業に厳しい規制は

となる。これらを満たすと「100％アガ

このように地理的表示「テキーラ」が

酷である。厳しい規制を課すことで地域

ベ・テキーラ」とラベルに表記が可能と

優れていると思われる点は「ミクスト」

企業が立ち行かなくなるようでは本末転

なる。一方、「ミクスト・テキーラ」は

と「100％」を分けて「テキーラ」として

倒である。そこで、100％と非100％を区

「ミクスト」との表記があるわけではな

いる点である。逆に言えば複雑なワイン

別し、ご当地100％のみを「100％ご当地

く、単に「テキーラ」表記である。その

などと異なり、この２つしかない為わか

品」と表記できるようにする制度を提案

為、100％とあるかどうかで「ミクスト」

りやすいともいえる。ミクストはある程

する。当然100％ご当地品に関しては、原
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料から、製造工程すべてがそのご当地で

ざまな制度が並列することは権利同士の

に生駒先生からは地理的表示関連の資料

行われていることが必要とされる。一方、

衝突や不明瞭なグレーゾーンを生じさせ

をお送りいただいた。

非100％ご当地は認証機関が定める基準

る恐れが強い。私見は将来的に一つにま

に従ってある一定のご当地要件を満たし

とめてゆく方向が望ましいと考える。

以上の方々に謝辞申し上げる次第であ
る。

たものが認証される。この要件はご当地

その一つにまとめた制度として上記を

ごと、地域で実情に合わせて基準を作る

提案する。すなわち、国が監督した地域

方が妥当であると思われる。そして「ご

認証機関による地域の実情にあった地域

当地」認証は地域団体に地域行政機関が

ごとの認証制度である。地域の認証基準

入った半官半民組織のような地域組織を

以外に、観光客保護を考え100％表記がで

立ち上げ、その組織が「ご当地」認証を

きるのは文字通り（原料から製造工程ま

警告する「文化」と「経済」の危機」

行い、監視も行う。国が行うよりも地域

で）全てそのご当地で行われたもののみ

東洋経済新報社

のことは地域がよくわかるはずであり、

に表記できるものとし、それ以外のもの

自分たちの地域産品であるかのチェック

は認めない（
「100％」と表記しなければ、

h ttps://www.nta.go.jp/shiraberu/

は容易で、かつ彼らのチェックするイン

いままでどおり「国産」表記や認証を受

zeiho-kaishaku/kokuji/kokuji.htm

センティブとなり得る。

けていれば「ご当地」表記は可）
。管理監

国としては、このご当地認証機関が適
正な機関であるかのみをチェックする。

督は原則国の認定を受けた地域認証機関
が行う。
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・彦根論叢188頁～201頁（2015）小川功

・メディアゴン

（2015）「観光における虚構性の研究

http://mediagong.jp/?author=48
・中小企業センター アンケート結果ペー
ジ http://ip-edu.org/csme_survey
・一般社団法人知的財産教育協会中小企
業センター（2015）
「企業における知財
活用・知財に関する課題の実態調査
・一般社団法人知的財産教育協会中小企
業センター（2014）
「みなさまのお勤め
先における知財活用、知財に関する意
識に関して

・
「
『小田原かまぼこ』巡り訴訟」
（タウン
ニュース小田原版：５月21日付）

体験」

h ttp://www.townnews.co.jp/0607/

・金井高志著（2008）
「民法でみる知的財
産法」日本評論社

2016/05/21/332976.html
・
「喜多方ラーメン」
という標準文字から

・角田政芳、辰巳直彦著（2008）
「知的財

なる地域団体商標としての登録出願

第４版」 有斐閣

が、出願人又はその構成員の業務に係

・茶園成樹編（2012）
「商標法」有斐閣

る役務を表示するものとして、需要者

・
「地域ブランドニュース」
ブランド総合

の間に広く認識されているとはいえな

研究所

http://tiiki.jp/news/

いと判断された事例（知財高判平成22

・生駒正文編（2016）
「地理的表示をめぐ

最終報告書」

・松園俊志・森下昌美編著（2012）「旅行

る法的保護の動向」吉備国際大学

文

年11月15日、判時2115号109頁）
・2012/2/1付日本経済新聞

部科学省大学 COC 事業資料

業概論」同友館
・芝池義一著（2009）
「行政法読本」有斐
閣
・門倉貴史（2008）
「官製不況

afr1605270029-n1.html

観光社会学の視点で捉えた「旅の疑似

産法

最終報告書」

なぜ「日

・加藤雅信著（2005）
「新民法大系Ⅲ

債

・社 団法人日本国際知的財産保護協会

DGXNASDG01040_R00C12A2000000/

（2012）「諸外国の地理的表示保護制度

・日本テキーラ協会（2016）
「テキーラ・

及び同保護を巡る国際的動向に関する

契

約法」有斐閣
・内田貴・大村敦志編（2007）「民法の争
点」有斐閣
・廣岡裕一著（2007）
「旅行取引論」晃洋

堂出版

142「非典型契約の総合的検討」商事法

82巻８号

日本評論社

・椿寿夫編（1994）「講座・現代契約と現
代債権の展望第四巻代理・約款・契約
の基礎的課題」日本評論社
・三浦雅生著（2007）「改正・標準旅行業
約款解説」自由国民社
・三浦雅生著（2006）「改正・標準旅行業
法解説」自由国民社
・観 光まちづくり学会誌編集委員会編
（2014）
「観光まちづくり学会誌 Vol.11」
2014年 観光まちづくり学会
・山 下晋司編（2011）「観光学キーワー
ド」有斐閣
・立 教観光学研究紀要第16 41頁～52頁
赫麟（2014）
「文化的真正性の構築

における現代観光の機能に関する研
究 ― ポピュラーカルチャーの観光対

HP

http://www.tequila.jp.net/index.html
・日本国際観光学会第20回全国大会発表

・日本大学知財ジャーナル Vol6（2013）
日本大学

論集
・その他文中にあるもの

・ミケーレ・ボルドリン、ディヴィッド・
（2010）
「
〈反〉知的独占

特許と著作権

の経済学」NTT 出版

脚注
１

・高林龍（2014）
「標準特許法第５版」有

務

・日本テキーラ協会公式

る各国の対応と日本の課題」法律時報

K・レヴァイン著山形浩生、守岡桜訳

書房
・椿寿夫・伊藤進編（2013）別冊 NBL №

エマストロ」講座教本
・林生馬著（2012）
「テキーラ大鑑」廣済

各国比較事業報告書
・高橋悌二著（2010）
「地理的表示におけ

権総論」有斐閣
・加藤雅信著（2007）
「新民法大系Ⅳ

h ttp://www.nikkei.com/article/

調査研究」 平成23年産業財産権制度

本売り」が進むのか」 光文社

権

sankei.com/affairs/news/160527/


デービッド・アトキンソン著（2016）

「国宝消滅

斐閣

イギリス人アナリストが

警告する「文化」と「経済」の危機」

・慶應義塾大学グローバルセキュリティ
研究所編（2013）
「ツーリズム成長論」

東洋経済新報社 参考
２

慶應義塾大学出版会
・地理的表示活用検討委員会


国税庁
HP

https://www.nta.go.jp/shiraberu/

農林水産

zeiho-kaishaku/kokuji/kokuji.htm 参考

省 監修（2015）
「地理的表示活用ガイ


他に関連通達として、国税庁告示第20

ドライン」

号（平成27年10月30日）
「酒類における

・特 許庁（2016） 地域ブランド講習会

有機等の表示基準を定める件の一部を

「地域団体商標制度について」

改正する件」
、国税庁告示第21号（平成

h t t p s : / / w w w . j p o . g o . j p / c g i / l i n k .

27年10月30日）
「酒類の表示の基準にお

cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_

ける重要基準を定める件の一部を改正

dantai_syouhyou.htm
・農林水産省 HP

する件」も同日示されている。
３


林
野 庁 HP「漆 の 話」 http://www.

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_

rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/urusi/

act/index.html

index.html によると、年度により若干

・産経ニュース：５月27日 http://www.
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98％は輸入品が占め、ほとんどが中国

規制に関して、山本博、高橋悌二、蛯

製となっています」とされる。尚、そ

原健介著（2009）
「世界のワイン法」日

の少ない国内産漆もほとんどが文化財

本評論社によると市販の六法全書に載

保護など特殊な用途にもちいられるた

っていない法令や解釈通達などまでか

め一般人が市場で手軽に手に入れるこ

かわってきており極めて複雑で資料も

にとってもこの状況は望ましくないこ
とも指摘されている。
14

ド」有斐閣
15

入手が困難なものもあるとされる。

とは困難である。
４

アトキンソン（2016）288～302頁参考

５



８

立法努力は政府与党等々で行われてい



山下晋司編（2011）
「観光学キーワー

山下晋司編（2011）「観光学キーワー
ド」有斐閣

16

80頁引用



178頁引用

研究者によって論じかた、軽重は異な




ワインについては、果実酒製造業の概

る http://natsumi-smile.com/activity/

るが、観光において「ホンモノ」が重

況（平成25年度～平成26年度調査分）

840（自民党

要であるという論点は数多く、論考も

ワイン法制定に向けた勉

強会）など参考

多数発表されている。本論との関係は



個別物品では、トレーサビリティが確

薄い為、
以下に主なものの紹介を行う。

論社、鹿取みゆき著（2011）
「日本ワイ

保され、原料についても追跡可能なも

山下晋司編（2011）「観光学キーワー

ンガイド」虹有社、阿部真也（2016）

のも存在するが、日本に原料の表示義

ド」有斐閣、岡本伸之編（2001）
『観光

「観光トラブル防止を目的とする法制

務がない物品が多く
（先述の漆も該当）

学入門： ポスト・マス・ツーリズムの

度整備についての一考察」― ワイン法

確定は困難である。また現行法上ご当

観光学』有斐閣、立教観光学研究紀要

導入の必要性 ― 日本国際観光学会論

地の表示に関して厳しくない部分もあ

第16 41～52頁権

るため、断定することは難しい。

的真正性の構築における現代観光の機

行政法の基本として芝池義一著
（2009）

能に関する研究 ― ポピュラーカルチ

国税庁、山本博、高橋悌二、蛯原健介
著（2009）「世界のワイン法」 日本評

文集（第23号） 日本国際観光学会

等

を参考
６

９

10


ワイナートNO.85
（2016） 136～137頁

「行政法読本」有斐閣５頁「
（まず）一

ャーの観光対象化を中心に ― 」等、た

蛯原健介「新表示基準制定後の業界自

般的抽象的規範を設け、それにしたが

だし、全てが安易な真正性を説いてい

主規制の役割」参考。新規制は2018年

って個別的処置について法律を定める

るわけではない。権（2014）によると

10月より施行され、これは自主規制等

ことがベターである」とされる。これ

「産業化した観光の存在は、
文化の価値

とは異なり全ての業者が強制的に適用

は個別法での運用を行った場合、恣意

を理念的なものから経済的なものに転

され、違反した場合、免許取り消しま

性の問題が生ずるためである。例えば

換させる。明確な価値的志向が存在す

で行われることが定められている厳し

ワインは地元で収穫・醸造されていな

るイデオロギーの領域とは違い、経済

い規制である。代表的な内容は以下で

くては「ご当地ワイン」といわないの

の領域のおける価値指標は絶え間なく

ある①品種表示を行う場合は当該品種

に対して、漆器は、海外の原材料を用

変化するため、文化的真正性のあり方

を85％以上用いていること。②輸入原

いていても「ご当地品」といえるよう

は観光のホストとゲストをめぐる複雑

材料を用いた場合品種は裏ラベルにし

な状況であれば公平とはいいがたいで

な利害関係を通じて繰り返し新たに規

か表示できないこと。③年号表示をす

あろう。また、個別法の乱立は法規制

定される。
「真正な文化」
の条件が特定

る場合は、該当年号の原材料を85％以

の見通しを悪化させ、経済活動の阻害

される過去とは違い、文化価値の多様

上用いていること。④ラベルに地名の

要因ともなる。まず、包括的規制が必

性が強調される現代の文化状況では、

要とされる所以である。

文化的真正性の構築において観光が果



アトキンソン（2016）は繰り返しその

たす役割はこれまでになく重要になっ

などである。また、用語の使用方法な

ことを問題視している。また、ワイン

ているといえる」
。
とされ、
「ポピュラー

どまだ現在の自主規制に頼る部分もあ

については問題視する声が大きくなっ

カルチャーは真正性に対する人々の認

た為、実際に対応がはじめられている。

識を再構成し、観光は「真正な文化」


アトキンソン（2016）297頁「伝統」と

のあり方を規定する「真正化装置」と

ついても新たな規制が検討中である

かいて「ボッタクリ」と読む、299頁

して機能する。その新たな関係性の中

が、あくまでも自主規制であるため法

「世界まで騙していいのか」
という指摘

で文化的真正性は構築と再構築を反復

的拘束力はない。

は妥当であり、海外製という事を隠し

し、やがて真正な文化が観光されるの



後述のように諸外国では専用法を持っ

たまま、
「伝統」をうりとして高額で販

ではなく、むしろ観光される文化が真

ていることもある。また課税のための

売していることはいくらブランド戦略

正となる。
」
としている。伝統的文化の

税法を規制法的に用いることの限界も

によるものと抗弁しても問題であろ

みが真正性を持つのではなく、観光を

う。

通じて、観賞される文化が最終的に真

本稿では割愛するが地域及び地域企業

正性を獲得される、という事である。

みを表示する場合は原則として、収穫
地と同一の自治体内で醸造すること。

11

り、いまだ自主規制による規制が維持
されるとされている。尚、自主規制に

７



赫麟（2014）「文化

12

あり、一本化した法律があった方がわ
かりやすいと考えられる。現状は、法

13
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そう考えるならば、現在のご当地品が
最終的に真正性を獲得することも不可

考

ているのは、消費者保護の観点が中心


http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_

をめぐる法的保護の動向」
吉備国際大

であり、
「消費者が誤解を招かせられて

act/index.html

学

いる」という点から、文化に転化する

また、茶園成樹編（2012）
「商標法」有

社団法人日本国際知的財産保護協会




以下生駒正文編（2016）
「地理的表示

文部科学省大学 COC 事業資料、

（2012）
「諸外国の地理的表示保護制度

斐閣参考
現在係争

及び同保護を巡る国際的動向に関す

中。メディア等々でも取り上げられ非

る調査研究」 平成23年産業財産権制

捉えた「旅の疑似体験」200頁より引用

常に有名となった訴訟である。
「地域商

度各国比較事業報告書、高橋悌二著



慶應義塾大学グローバルセキュリティ

標『小田原かまぼこ』を『無断使用』

（2010）
「地理的表示における各国の対

研究所編（2013）「ツーリズム成長論」

と販売差し止め求める

業者側『登録

応と日本の課題」法律時報82巻８号

慶應義塾大学出版会４～22頁による

前から使用』
」
（産経ニュース：５月27

日本評論社、
日本大学知財ジャーナル

と、観光の定義は「レジャー、ビジネ

日付）

Vol6（2013）日本大学、茶園成樹編

スその他の目的で連続して１年を超え

http://www.sankei.com/affairs/

ない期間、通常の生活環境を離れた場

news/160527/afr1605270029-n1.html

小川功（2015）
「観光におけ

所を旅行したり、そこに滞在したりす

「小田原かまぼこ」
訴訟事件

21



（2014）
「商標法」有斐閣、参考




「『小田原かまぼこ』
巡り訴訟」
（タウン

25


生駒正文編（2016）62頁より

26


社団法人日本国際知的財産保護協会

る人の活動である」と世界共通で定義

ニュース小田原版：５月21日付）

されているが、さらに日本語の「観光」


http://www.townnews.co.jp/0607/

及び同保護を巡る国際的動向に関する

2016/05/21/332976.html

調査研究」 平成23年産業財産権制度

という語彙には次の意味があるとされ
る。「観る」とは、単に「見せる」「見

等

各国比較事業報告書８～11頁引用



なる地域団体商標としての登録出願

いう意味でありさらに「参加する」、
「学

が、出願人又はその構成員の業務に係

ぶ」、
「食べる」という意味がある。「光」

る役務を表示するものとして、需要者

はもともと「国の光」のことであり、

の間に広く認識されているとはいえな

これはそれぞれの地域の自然と人々の

いと判断された事例（知財高判平成22

生活が生み出した、独特の風土、風景、

年11月15日、判時2115号109頁）

景観あるいは環境・文化・伝統芸能・


尚、最高裁でも認められず地域団体商

食などを意味する。その地域固有のも

標の取得はできなかった。

の、他に誇るべきものをいう。よって


http://www.nikkei.com/article/

観光の語彙は「その地域固有の、他に

DGXNASDG01040_R00C12A2000000/

学び又は食べる」ということになる。

（2012）
「諸外国の地理的表示保護制度

「喜多方ラーメン」
という標準文字から

22

る」だけではなく「つぶさに見る」と

誇るべきものをつぶさにみて、参加し、

19

24

観光社会学の視点で

彦根論叢


る虚構性の研究
18

れる。

GI 制度については、農林水産省 HP 参


能ではない。しかし、本稿で問題とし

ことはないと筆者は考えている。
17

なかたちになるのが望ましいと考えら

斐閣参考
20


（2012/2/1付日本経済新聞）
23

農林水産省は、GI（地理的表示）を施


27


社団法人日本国際知的財産保護協会

（2012）
による調査結果を用いた分類で
ある。
28


社団法人日本国際知的財産保護協会

（2012）11頁より
29


社団法人日本国際知的財産保護協会

（2012）11頁より
30


社団法人日本国際知的財産保護協会

（2012）11頁より
31


社団法人日本国際知的財産保護協会

（2012）12頁より
32


社団法人日本国際知的財産保護協会

この定義から、「観光地は地域の特性、

行して時間が立っていないが、さらに

いわばその地域が持つ「光の国」を磨

フランスの制度を模範にした「食と農

き上げることが重要です。」とされ、最

の景勝地」制度を実施しようとしてい

終的に観光地として発展させていくに

る。また、農業現場の知的財産のさら

は地域独自の強みを磨き上げていくこ

なる活用を促すことを目的としたガイ

とだとされる。

ドラインも策定している。さらに農地


地域団体商標については特許庁
（2016）

法の改正も予定されており、各制度間

（2012）
14頁より。たとえばカナダやド

地域ブランド講習会 「地域団体商標

の整合性をとることと、今後の動向を

イツは運用上農業省の協力が必要とさ

制度について」参考

よく注視する必要性がある。農林水産



https://www.jpo.go.jp/cgi/link.

省 HP

cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_

尚、あまり制度が錯綜すると、特に地

22～37頁「世界の商標・地理的表示と

dantai_syouhyou.htm

力に乏しい地域企業にとっては活用が

の関係

また、茶園成樹編（2012）
「商標法」有

しにくくなるため、最終的にシンプル

考。



http://www.maff.go.jp/ 参考。
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社団法人日本国際知的財産保護協会

（2012）13頁より
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社団法人日本国際知的財産保護協会

（2012）13頁より
35


社団法人日本国際知的財産保護協会

れている。
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事件概要については生駒正文編
（2016）

Budweiser 事件の概要」を参

日本国際観光学会論文集（第24号）March,2017

37


生駒正文編（2016）77～84頁「中国に

業センター（2014）
「みなさまのお勤め

おける地理的表示の保護」参考。「金華

先における知財活用、知財に関する意

と、⑤最終アルコール度数は35％～

49


その他に④最低２回以上蒸溜するこ

ハム」事件などが代表例である。

識に関して」29頁「経営層の知的財産

55％の間である事（勘違いされること

38



生駒正文編（2016）35頁より。

に対する関心」では、
「大企業と中小企

が多いが、
テキーラはほとんどが40°で

39



生駒正文編（2016）83頁、特に重複し

業とで特徴的な相違は見られなかった

アルコール度数はウイスキーなどと変

た制度のある中国では「多くの企業は、

が、小規模事業者では、経営層の知的

わりはない。
日本では90°
などという噂

同一の地理的表示について重複した保

財産に対する関心度が高いと認識して

があるが、そのようなものは「テキー

護を求めざるを得ない状況となってい

いる回答者の比率が突出して高かっ

ラ」を名乗ることは不可能である）⑥

る」とされる。

た。」とされ、同30頁「ビジネス（事業

メタノールは３mg/１ml 以下である



代表例としてミケーレ・ボルドリン、

経営）における知的財産の活用度」に

事（粗悪品排除）
、⑦水以外に加える添

ディヴィッド・K・レヴァイン著山形

ついて「大企業と中小企業とで特徴的

加物は全体の１％以下である事（当然

浩生、守岡桜訳（2010）「〈反〉知的独

な相違は見られなかったが、小規模事

固形物を添加することはできない。日

占

業者では、ビジネス（事業経営）にお

本では虫入りのお酒を「テキーラ」だ

が挙げられる。

ける知的財産の活用度が高いと認識し

と勘違いがあるが、それは「メスカル」



ただし、知的財産法の有効性について

ている比率が突出して高かった」とあ

等々であり、
テキーラではない）。があ

も数多くの意見があるため、あくまで

る。これは次の年の2015年調査結果と

る。また、樽熟成により「ブランコ」

も参考意見である。知的財産法の有益

矛盾するようにも見える。2015年の方

（樽熟成なし）
「レポサド」
（最低２か月

性については、高林龍（2014）
「標準特

が詳細調査であり、解釈としては、地

オーク樽による熟成）
「アニェホ」（最

許法第５版」有斐閣２～22頁等知的財

域に多い小規模事業者の知的財産活用

低１年間のオーク樽による熟成、600l

産法関係の教科書冒頭に解説があり、

への関心は高く、活用の意思と活用度

以下の樽を使用）
「エキストラ・アニェ

こちらが通説である。

は高いものの現実には専任者等を置く

ホ」
（最低３年間のオーク樽による熟



生駒正文編（2016）
「ドイツの地理的表

ことができず、ニーズは高いが、実際

成、600l 以下の樽を使用）等の区分が

示保護と商標の関係」74頁参考

の活用に不安があると考えられる。し

ある。尚「ゴールド」という区分はな



例えば、一般社団法人知的財産教育協

かしより詳細な調査が必要である。傾

く、主にミクスト系で高級感を出すた

会中小企業センター（2015）
「企業にお

向としては、使いやすい制度であれば

めにカラメル色素で着色したものを市

ける知財活用・知財に関する課題の実

地域に多い小規模事業者でも積極的活

場では「ゴールド」として流通させて

態調査

用が行われる可能性があるのではない

40
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42

43

特許と著作権の経済学」NTT出版

最終報告書」14頁によると「中

かと考えられる。

小企業では、他業務をメインとする兼
任者が35.7％と最多である。中小企業
では、知的財産の業務量が、専任担当

44

46

テキーラについては、林生馬著（2012）


「テキーラ大鑑」廣済堂出版、日本テ


100％表記基準ができるまでは、
「テイ

スティングしてみないと全くわから
ない」
（林氏談）という状況であり、決

者または知財業務をメインとする兼任

キーラ協会公式 HP

して今日のような北米セレブが愉し

者とするまでにはない状況、あるいは

http://www.tequila.jp.net/index.html

むプレミアムなお酒ではなかった。

知的財産業務に十分な人員を割けない

日本テキーラ協会（2016）
「テキーラ・

状況が伺える」とされ、中小企業にお

エマストロ」講座、講座内容及び同資

いては知的財産業務に対応することが

料参考。尚、同協会はCRT（テキーラ

重石となることが示唆されている。

管理評議委員会）より2011年に日本で

一般社団法人知的財産教育協会中小企

初めての「テキーラ認定」を授与され





てしている。

業センター（2015）参考。大手と中小
企業において傾向に違いのない項目も

47


日本テキーラ協会

テキーラ・エマス

多いが、24頁「所属企業の経営層の知

トロ講座より。尚、
加えて現在
「テキー

的財産に対する関心度」や25頁「同活

ラの古い産業施設群とリュウゼツラン

用度」は大手企業に比べて中小企業の

の景観」として世界遺産登録がなされ

方が低くなる傾向があり、人員・知識
不足等々により知的財産制度を十分に
45

いる。
50

ている。
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以下主に日本テキーラ協会公式
HP

使いこなせていない可能性がある。


http://www.tequila.jp.net/index.html


一般社団法人知的財産教育協会中小企

を参考に記述
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